まちづくり濃縮 100％！

の
パソコン講座

初心者向け

9 月に Word 講座、10 月

手話講習会

に Excel 講座をそれぞれ３
回シリーズで、11 月には年
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賀状作成講座を午前・午後
の２回に分けて行いました。
Word、Excel 講座は初級者向けで、基礎から丁寧

インターネットラジオ M-CAN Juice
Since 2011/01/21

に指導していただき、簡単な案内文やカレンダー
などを作成できるようになりました。年賀状作成
講座ではそれぞれオリジナルの年賀状を作成で
き、必要な方は作成したデータを自宅用に持ち帰
っていただきました。

今年度は、初めて手話を勉強する人を対象
として昼の部、夜の部 各５回講習会を開催し
ました。今年度は山藤さんに講師に来ていた
だき楽しいおしゃべりを交えながらの講習会
で、参加者全員が自分の名前と住所を手話で
表現できるようになりました！

M-CAN ラジオ部

11 月 18 日（土）総持寺あいセンター
にてカンカラ三線づくり講習会をおこな
いました。
滋賀県の小学校の先生に講師として来
ていただき、工具を使いカンカンに穴を
開けて、竿になる木に加工を施し、

弦を張って、みんなで手作り
のカンカラ三線を完成させ

菜の花卓球大会／カラオケ交流会
※『連載・｢総持寺いのち・愛・ゆめセンター｣って何の施設なの?!』は、都合により休載いたします。
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初めての

カンカラ三線
づくり

ました。
早速作った三線で弾き語
りやおどりをして、楽しい
講習会になりました。

菜の花卓球大会
三島コミュニティ・アクションネットワーク愛称 M-CAN（ミカ
ン）は、三島地域の助け合いの仕組みとして組織され、今で

は安威川東部エリアにおける福祉の拠点として位置づいてい
ます。
コミュニティデイハウス「日向（ひなた）」や在宅親子のつど
いの広場「こえんひろば」など、地域福祉にこだわった事業を

9月14日(木)10時から愛センターのふれあいルーム企画

展開し、「共生のまちづくり」など、住民一人一人が輝いて生
活できる仕組みづくりを目指しています。

日向の利用者や愛センター

M-CAN と茨木病院が中心となり取り組んできまし

M-CAN では、設立主旨を理解いただき、一緒に「まちづく
り」「地域福祉」を創って行く方を募集しています。
① 個人正会員(年額)
② 団体会員 (年額)
③ 賛助会員 (年額)

として「ふれあいカラオケ交流会」が開催されました。

5,000 円（一口）
10,000 円（一口）
3,000 円（一口）

を利用されている方など

た「共生のまちづくり事業」を契機に、様々な取り組

21組が熱唱！盛り上が

みをお互い協力しながら行なっていますが、この菜

りました。

の花での卓球大会は、毎年、恒例になっています。

第２回目は、2018年3月

2017 年度は 12 月 2 日（土）に開催し、菜の花、

１5日(木)に開催される予

デイケア、グループワーク、茨木病院、M-CAN、三島

定です。

中卓球部より全 9 チームが参加しました。
会員には情報誌｢M-CAN Juice｣をお届けします。

また、M-CANが実施する様々な行事の案内や事業活用

過去毎回、三島中が優勝していたのですが、なんと
今回は、三島中との決勝戦をグループワークチーム
がフルセットで制し優勝！ついに悲願達成となりま

が行えます。

した。

個人・団体正会員に
ついては、総会での「議

お昼には、こちらも恒例となっている、豚汁とおに

決 権 」 が 保 障 さ れ 、 M-

ぎりを M-CAN のスタッフや福祉委員会の協力のも

CAN の意思決定に参画

と用意して頂き、みんなで美味しくいただきました。

することが出来ます。

ところで今回の M-CAN チームは、大会 3 日前に強
化練習を 1 時間！(^^;) 行い、結果は 1 回戦敗退でし

NPO 法人 M-CAN（ミカン）まで、お気軽にお問い合わせください。

みしま・まちの玉手箱
2018 年 2 月 24 日 （土） 11:00～
総持寺いのち・愛・ゆめセンター

たが、過去最高となる得点を獲得し、
その存在をしっかりとみんなの記憶に残
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今年も開催！

せたのではないかと自負しています。

ステージ発表、作品展示、フリマ、模擬店、
インターネットラジオ、人形劇、マジック、
ゲーム、読み聞かせ などなど

次はメダルを目指して頑張ります！

蕪

株式会社プリントパック

詳細は、ポスター・チラシにて！

昨年の 10 月でインターネットラジオミカンジュースは放送回数 300
回を迎えることになりました。皆さまありがとうございます。
100 回ごとに記念放送をしていて、そこで今までのラジオを１回目
から放送を振り返っています。大学生が主体で入った時期もあれば、少
し年齢層が高めになった時期もありました。今の高校生から 40 代のメ
ンバーになったのは一昨年の 9 月からです。内容も社会問題から趣味
の話題まで様々変わっていきました。
ラジオ部は誰でも受け入れていて、
「来る者拒まず」
「みんなで作る居
場所」を掲げて活動しています。ラジオを通して、いろいろな企画も生
まれていて動画編集講座や自転車部、なべ会、たこやきパーティーなど
活動の範囲もラジオだけにとどまらず広がっています。

12 月 19 日(火)に、中学生 16 名・ボラ
ンティア 6 名・スタッフ 2 名が参加して
「クリスマス会」を開催しました。くじ引

ミカンジュースラジオ部は毎週土曜 13:30 からみかん屋で収録して
いるので、ぜひ皆さんも気軽にお越しください。これからも地元のメデ
ィアとして、さまざまな情報をみなさんにお届けしますので、よろしく
お願いいたします。

きで３つのグループに分かれて座り、おい
しい料理やケーキ、差し入れのお菓子を囲
み楽しみました。途中、三島中学校の先生
2 名と、茨木市福祉政策課の方 2 名も来て
下さり、せっかくなので一芸を披露してい

インターネットラジオ ミカンジュースの聴き方

ただきました。
とても楽しいクリス

パソコンから
http://www.m-can.net/radio/ (ブログからお聴きいただけます)
iPhone・iPad から 「Podcast」アプリで「M-CAN Juice」と検索

コミュニティデイハウス

マス会でした。

日向(ひなた)

コミデイ日向も発足して丸 1 年が経ちました。
先日、一周年記念パーティーを盛大に開き、街デイ時代から
お世話になっている地域の方々、茨木市の高齢者支援課の方
をお招きしました。
スライドで 17 年間のさまざまな行事の写真を観ていただ
きました。改めて長い間みんなでがんばってきたんだなぁ・・・
と痛感しました。

11 月には、三島中学
校職業体験、太田中学
12 月 9 日

校の福祉体験の受け入

地域の方のご好意で、みかん狩りをさせて
もらいました。

れもし、藍野大学学生

畑のおじさんも応援に駆けつけて、みかん
の収穫を手伝ってくださいました。
たくさーん食べて、おみやげもいただきま
した。
貴重な体験をさせていただき、
ありがとうございました。

の 5 回目の研修も無事
12 月 22 日にはクリスマス会を開催し、保育所
5 歳児さん・三島小学校 4・5・6 年生と先生方と
楽しい一日を過ごしました。

終了しました。昨年藍
野大学から研修にきて
いた学生さんが、大学
を卒業後、故郷の奄美
大島の市役所で保健師
になり、先日訪ねてき
てくれた事が何より嬉
しかったです。

